
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被写体を撮像する撮像装置であって、
前記被写体の画像を撮像するための撮像手段と、
前記被写体を撮影する際の撮影条件に基づいて、複数の撮影モードのうちから一の撮影モ
ードを自動選択し、前記一の撮影モードを設定する撮影モード自動設定手段と、
前記被写体の画像を表示する表示手段と、

前記撮影モード自動設定手段によって設定された前記
一の撮影モードの種類を、前記被写体の画像とともに、前記表示手段に表示させ

表示制御
手段と、

を備え
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記録用の撮影動作の前においては、
、記録用

の撮影動作の後においては、記録用の撮影動作によって得られた画像と、記録用の撮影動
作の際に設定された前記一の撮影モードの種類とを、前記表示手段に表示させる

記憶用の撮影動作によって得られる画像を記憶する記憶手段と、
前記撮影モード自動設定手段によって設定された前記一の撮影モードを、ユーザからの指
示操作に基づいて変更する撮影モード変更手段と、
記録用の撮影動作の後、前記撮影モード変更手段によって撮影モードの変更が行われた場
合に、前記記憶手段に記憶されている画像を取得し、変更後の撮影モードに適応した画像
処理を行う画像処理手段と、

、
前記表示制御手段は、記録用の撮影動作後、撮影モードの変更が行われた場合に、前記画



る撮像
装置。
【請求項２】
請求項１に記載の撮像装置において、
前記被写体の画像を合焦状態に導くための合焦手段、をさらに備え、
前記撮影モード自動設定手段は、前記合焦手段が合焦動作を行う時に前記一の撮影モード
を自動選択することを特徴とする撮像装置。
【請求項３】
請求項２に記載の撮像装置において、
前記合焦動作は、電源がオン状態とされた後、継続的に実行されることを特徴とする撮像
装置。
【請求項４】
請求項２に記載の撮像装置において、
ユーザが指示入力を行うための操作部材、をさらに備え、
前記合焦動作は、前記操作部材が操作されたときに実行されることを特徴とする撮像装置
。
【請求項５】
請求項４に記載の撮像装置において、
前記操作部材は、前記撮像手段による撮像動作を指示するためのレリーズボタンであるこ
とを特徴とする撮像装置。
【請求項６】
請求項１乃至５のいずれかに記載の撮像装置において、

ことを特徴とする撮像装置。
【請求項７】
請求項 ６ に記載の撮像装置において、

ことを特徴とする撮像装置。
【請求項８】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、デジタルカメラ等の撮像装置 する。
【０００２】
【従来の技術】
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像処理手段によって生成される画像を、前記表示手段に表示させることを特徴とす

前記撮影条件は、前記被写体を撮影する際の、撮影倍率、焦点距離、輝度、光源、及び、
被写体の動き、に関するもののうちの少なくとも１つである

１乃至 のいずれか
前記撮影モード自動設定手段によって前記一の撮影モードが選択されると、当該一の撮影
モードに応じて、露出制御、フラッシュ使用の有無、γ補正値、シャープネス処理、及び
、色補正値のうちの少なくとも１つが設定される

被写体を撮像する撮像方法であって、
前記被写体を撮影する際の撮影条件に基づいて、複数の撮影モードのうちから一の撮影モ
ードを自動選択し、前記一の撮影モードを設定する工程と、
前記一の撮影モードを、前記被写体の画像とともに、所定の表示手段に表示する工程と、
撮影指示が行われた場合に、前記一の撮影モードを適用して記録のための撮影動作を行う
工程と、
前記撮影動作によって得られる画像を所定の記憶手段に記憶する工程と、
前記撮影動作によって得られる画像から、記録用の撮影画像を生成する工程と、
前記撮影画像を、前記一の撮影モードとともに前記表示手段に表示させる工程と、
　記録用の撮影動作の後、撮影モードの変更が行われた場合に、前記記憶手段に記憶され
ている画像を取得し、変更後の撮影モードに適応した画像処理を行う工程と、
　前記画像処理によって得られる画像を、変更された撮影モードとともに前記表示手段に
表示させる工程と、
を備える撮像方法。

に関



従来、銀塩フィルムカメラにおいては、被写体の撮影動作時に、被写体の撮影条件に応じ
て撮影モードを自動判別するものがある。撮影モードには、ポートレートモード、スポー
ツモード、風景モード等がある。そして、被写体を撮影する際の撮影倍率や焦点距離等の
撮影条件に応じて複数の撮影モードのうちから一の撮影モードが選択され、選択された一
の撮影モードに予め設定された対応する処理形態が設定される。例えば、一の撮影モード
が選択されると、その選択された撮影モードによって、撮影時のフラッシュ発光の有無を
決定したり、露出制御の内容を決定することが行われる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の銀塩フィルムカメラ等の場合には、自動判別された撮影モードを適
用して被写体の撮影を行ったとしても、ユーザの所望する画像が得られるか否かが不明で
ある。このため、ユーザの撮影意図を表現するための撮影モードとは異なる撮影モードが
自動判別された場合には、撮影意図が明確に表現されていない撮影が行われることになる
。
【０００４】
そこで、この発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、撮影モードの自動判別が
行われる場合に、撮影モードの誤判定等によって撮影動作が失敗することを低減すること
の可能な撮像装置及び撮像方法を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、被写体を撮像する撮像装置であっ
て、前記被写体の画像を撮像するための撮像手段と、前記被写体を撮影する際の撮影条件
に基づいて、複数の撮影モードのうちから一の撮影モードを自動選択し、前記一の撮影モ
ードを設定する撮影モード自動設定手段と、前記被写体の画像を表示する表示手段と、

前記撮影モード自動設定手段によって設定された前記一
の撮影モードの種類を、前記被写体の画像とともに、前記表示手段に表示させ

表示制御手
段と、

を備え

【０００６】
請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の撮像装置において、前記被写体の画像を合焦
状態に導くための合焦手段、をさらに備え、前記撮影モード自動設定手段は、前記合焦手
段が合焦動作を行う時に前記一の撮影モードを自動選択することを特徴としている。
【０００７】
請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の撮像装置において、前記合焦動作が、電源が
オン状態とされた後、継続的に実行されることを特徴としている。
【０００８】
請求項４に記載の発明は、請求項２に記載の撮像装置において、ユーザが指示入力を行う
ための操作部材、をさらに備え、前記合焦動作が、前記操作部材が操作されたときに実行
されることを特徴としている。
【０００９】
請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の撮像装置において、前記操作部材が、前記撮
像手段による撮像動作を指示するためのレリーズボタンであることを特徴としている。
【００１２】
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記
録用の撮影動作の前においては、

、記録用の
撮影動作の後においては、記録用の撮影動作によって得られた画像と、記録用の撮影動作
の際に設定された前記一の撮影モードの種類とを、前記表示手段に表示させる

記憶用の撮影動作によって得られる画像を記憶する記憶手段と、前記撮影モード自
動設定手段によって設定された前記一の撮影モードを、ユーザからの指示操作に基づいて
変更する撮影モード変更手段と、記録用の撮影動作の後、前記撮影モード変更手段によっ
て撮影モードの変更が行われた場合に、前記記憶手段に記憶されている画像を取得し、変
更後の撮影モードに適応した画像処理を行う画像処理手段と、 、前記表示制御手段
は、記録用の撮影動作後、撮影モードの変更が行われた場合に、前記画像処理手段によっ
て生成される画像を、前記表示手段に表示させることを特徴とするものである。



請求項 に記載の発明は、請求項１乃至 のいずれかに記載の撮像装置において、前記撮
影条件が、前記被写体を撮影する際の、撮影倍率、焦点距離、輝度、光源、及び、被写体
の動き、に関するもののうちの少なくとも１つであることを特徴としている。
【００１３】
請求項 に記載の発明は、請求項１乃至 のいずれかに記載の撮像装置において、前記撮
影モード設定手段によって前記一の撮影モードが選択されると、当該一の撮影モードに応
じて、露出制御、フラッシュ使用の有無、γ補正値、シャープネス処理、及び、色補正値
のうちの少なくとも１つが設定されることを特徴としている。
【００１４】
請求項 に記載の発明は、被写体を撮像する撮像方法であって、前記被写体を撮影する際
の撮影条件に基づいて、複数の撮影モードのうちから一の撮影モードを自動選択し、前記
一の撮影モードを設定する工程と、前記一の撮影モードを、前記被写体の画像とともに、
所定の表示手段に表示 工程と、撮影指示が行われた場合に、前記一の撮影モードを適
用して 撮影動作を行

撮影画像
を生成する工程と、

を備えている。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、以下の説
明では、撮像装置としてデジタルカメラを例に挙げて説明する。
【００１６】
＜１．デジタルカメラの構成＞
図１はこの発明の一実施形態であるデジタルカメラ１を示す斜視図であり、図２はデジタ
ルカメラ１の背面図である。
【００１７】
図１に示すように、デジタルカメラ１の前面側には、撮影レンズ１１とファインダ窓２と
が設けられている。撮影レンズ１１の内側には撮影レンズ１１を介して入射する被写体像
を光電変換して画像信号（画素ごとの画素データの配列からなる信号）を生成するための
撮像手段としてＣＣＤ撮像素子３０が設けられている。
【００１８】
撮影レンズ１１には光軸方向に沿って移動可能なレンズ系が含まれており、後述するＣＰ
Ｕによって該レンズ系を駆動することにより、ＣＣＤ撮像素子３０に結像される被写体像
の合焦状態を実現することができるように構成されている。また、撮影レンズ１１にはズ
ームレンズが含まれており、該ズームレンズが駆動されることによってＣＣＤ撮像素子３
０に結像される被写体像の倍率を変化させることが可能なように構成されている。さらに
撮影レンズ１１には絞りが設けられていてもよい。
【００１９】
また、デジタルカメラ１の前面側には、被写体の撮影時に被写体を照明するフラッシュ発
光部１２が設けられている。被写体撮影時に必要に応じてフラッシュ発光部１２を発光さ
せることにより、被写体を適切な明るさで撮影することが可能である。
【００２０】
デジタルカメラ１の上面側には、レリーズボタン８と、カメラ状態表示器１３と、撮影モ
ード設定キー１４、ズームキー１５とが配置されている。
【００２１】
レリーズボタン８は被写体の撮影を行うときにユーザが押し込み操作するボタンであり、
半押し状態と全押し状態とを区別することが可能な２段階押し込みスイッチとなっている
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６ ５

７ ６

８

する
記録のための う工程と、前記撮影動作によって得られる画像を所定の

記憶手段に記憶する工程と、前記撮影動作によって得られる画像から、記録用の
前記撮影画像を、前記一の撮影モードとともに前記表示手段に表示さ

せる工程と、記録用の撮影動作の後、撮影モードの変更が行われた場合に、前記記憶手段
に記憶されている画像を取得し、変更後の撮影モードに適応した画像処理を行う工程と、
前記画像処理によって得られる画像を、変更された撮影モードとともに前記表示手段に表
示させる工程と、



。カメラ状態表示器１３は例えばセグメント表示タイプの液晶表示器によって構成され、
デジタルカメラ１における現在の設定内容等をユーザに示すために設けられている。
【００２２】
また、撮影モード設定キー１４は、デジタルカメラ１による撮影動作時の絞り優先撮影、
シャッタスピード優先撮影及び深度優先撮影等といった露光条件、並びに、ホワイトバラ
ンスやγ補正等の画像処理の条件を、被写体に応じて変更するために、撮影モードの手動
変更操作を行うためのスイッチである。
【００２３】
ズームキー１５は撮影レンズ１１に組み込まれたズームレンズを手動操作するためのスイ
ッチである。ズームキー１５には、ワイドボタンとテレボタンとの２つのボタンスイッチ
が設けられ、被写体を撮影する際の撮影倍率を、ユーザが所望する状態に手動設定するこ
とが可能となっている。
【００２４】
また、デジタルカメラ１の側面部には撮影動作（記録用撮影）によって得られる画像デー
タを記録するための記録メディア９を装着する装着部１９が形成されており、交換可能な
記録メディア９を装着することができる。
【００２５】
デジタルカメラ１の背面側には、液晶表示部１０と、ファインダ表示部３と、撮影モード
選択自動／手動切り換えキー（以下、切り換えキーという。）１６と、カーソルキー１７
とが設けられている。
【００２６】
液晶表示部１０は被写体を撮影して得られる撮影画像、及び、各種の情報を表示する表示
手段として機能する。液晶表示部１０はデジタルカメラ１の電源がオン状態とされた後に
いわゆるライブビュー画像を表示するように構成される。ライブビュー画像とは、ＣＣＤ
撮像素子３０で逐次撮影して得られる表示用の画像であり、ユーザによる撮影指示が行わ
れたときに撮影される記録用画像とは異なる画像である。また、液晶表示部１０に表示さ
れる各種の情報には、撮影モードに関する情報が含まれる。
【００２７】
ファインダ表示部３も被写体の画像を表示する表示手段であり、例えばデジタルカメラ１
の前面側に配置されたファインダ窓２から入射する被写体像をファインダ表示部３の内部
に表示する。なお、ファインダ表示部３における被写体像の表示形態は、いわゆる光学式
ファインダのような表示形態であってもよいし、小型液晶表示器等を用いた電子画像を表
示する表示形態であってもよい。
【００２８】
切り換えキー１６は、撮影モードの選択を自動選択とするか、手動選択とするかを切り換
えるためのキースイッチである。ユーザが切り換えキー１６の押し込み操作を行うと、撮
影モードの選択形態が切り換えられる。なお、上述の撮影モード設定キー１４に対する操
作は、切り換えキー１６によって手動選択が設定されている場合に有効となる。
【００２９】
また、カーソルキー１７はデジタルカメラ１の各種設定状態をユーザが変更操作するため
のものである。
【００３０】
図３はデジタルカメラ１の内部構成を示すブロック図である。
【００３１】
記録撮影時には、撮影レンズ１１を介してＣＣＤ撮像素子３０に結像される被写体像は、
ＣＣＤ撮像素子３０において電気的な画像信号に変換され、Ａ／Ｄ変換器３１、ＷＢ（ホ
ワイトバランス）補正部３２、γ補正部３３、色補間部３４、色補正部３５、アパーチャ
コンバータ部・コアリング部（以下、アパコン・コアリング部という。）３６、及び、画
像圧縮部３７を介して記録メディア９に記録されるように構成される。また、Ａ／Ｄ変換
器３１から出力される画像データは、一時的にメモリ４１に格納される。さらに、アパコ
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ン・コアリング部３６から出力される画像データは、液晶表示部１０に与えられ、撮影動
作によって得られる撮影画像（記録画像）の表示が行われる。
【００３２】
一方、ライブビュー表示時には、撮影レンズ１１を介してＣＣＤ撮像素子３０に結像され
る被写体像は、ＣＣＤ撮像素子３０において電気的な画像信号に変換され、Ａ／Ｄ変換器
３１、ＷＢ補正部３２、γ補正部３３、色補間部３４、色補正部３５、及び、ライブビュ
ー画像作成部３８を介して液晶表示部１０に与えられるように構成される。このときＣＣ
Ｄ撮像素子３０は継続的に撮影動作を繰り返すように構成されており、液晶表示部１０に
は被写体についてのリアルタイムな画像が逐次表示される。また、ライブビュー表示時に
は、Ａ／Ｄ変換器３１から出力される画像データは、ＷＢ演算部４２、測距演算部４３、
及び測光演算部４４に与えられる。
【００３３】
Ａ／Ｄ変換器３１はＣＣＤ撮像素子３０から出力される画像信号を例えば１画素あたり８
ビットのデジタル信号に変換する。ＷＢ補正部３２はＷＢ演算部４２によって設定される
ホワイトバランスの設定値に基づいて、被写体を撮影して得られる画像のホワイトバラン
スを調整するものである。また、γ補正部３３は、ＷＢ補正部３２から得られる画像デー
タに対し、制御ＣＰＵ４０によって設定されるγ特性に基づいたγ変換を施すものである
。色補間部３４は、γ補正部３３から入力する画像データの各画素に対する色補間処理を
行い、各画素についてＲ（赤），Ｇ（緑），Ｂ（青）の各色成分値を求める。色補正部３
５は、色補間部３４から入力する画像データの、画素ごとの色成分値を補正して、視覚に
適したカラー画像を生成するものである。アパコン・コアリング部３６は画像データのノ
イズを除去しつつ、画像の尖鋭度を調整するためのものである。また、画像圧縮部３７は
アパコン・コアリング部３６から得られる撮影画像に対して画像圧縮を施して、データ量
を低減し、記録メディア９に画像データを記録する機能を有する。なお、記録メディア９
は、半導体メモリが内蔵されたメモリカードや磁気ディスク装置が内蔵された磁気ディス
クカード等によって構成される。
【００３４】
さらに、ライブビュー画像作成部３８は色補正部３５から得られる画像データを液晶表示
部１０の表示サイズに適合させることによってライブビュー画像を生成し、そのライブビ
ュー画像を液晶表示部１０に与える。
【００３５】
ＷＢ演算部４２はライブビュー表示時にＣＣＤ撮像素子３０が逐次画像撮影して得られる
画像データを解析して、適切なホワイトバランスの設定値を求める。そのホワイトバラン
スの設定値はＷＢ補正部３２に与えられ、記録撮影時のホワイトバランス調整が行われる
。また、ＷＢ演算部４２は画像データを解析する際に、被写体を照明する光源が昼光、室
内光のいずれであるかを判別する。そして、その判別結果を撮影モード判別部５０に与え
るように構成されている。
【００３６】
測距演算部４３はデジタルカメラ１においてオートフォーカスを実現するために設けられ
たものであり、例えばライブビュー表示時にＣＣＤ撮像素子３０が逐次画像撮影して得ら
れる画像データに基づいて、デジタルカメラ１と被写体との間を測距する。測距演算部４
３がライブビュー表示時に逐次測距処理を行う場合には、前回の測距値と今回の測距値と
を比較することにより、被写体が動的物体（動体）であるか静的物体（静止体）であるか
を判断することができる。例えば、前回の測距値と今回の測距値との差分が所定の閾値以
上である場合、動的物体であると判断することができ、その差分が所定の閾値未満である
場合、静的物体であると判断することができる。
【００３７】
そして測距演算部４３は画像データを入力して求めた測距値を制御ＣＰＵ４０に与える。
制御ＣＰＵ４０は測距演算部４３から入力する測距値に基づいて撮影レンズ１１を駆動し
、オートフォーカス制御を行う。
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【００３８】
また、測距演算部４３は被写体が動的物体又は静的物体のいずれであるかを示す情報を撮
影モード判別部５０に与える。
【００３９】
測光演算部４４は画像データに基づいて被写体の明るさ（輝度）の状態を解析し、その解
析結果を制御ＣＰＵ４０及び撮影モード判別部５０に与える。この測光演算部４４による
測光処理により、制御ＣＰＵ４０は、フラッシュ発光部１２の発光の必要性を決定するこ
とができる。
【００４０】
メモリ４１は、記録撮影時にＣＣＤ撮像素子３０で撮影されてＡ／Ｄ変換器３１から出力
される画像データを格納しておくための記憶手段であり、制御ＣＰＵ４０によって制御さ
れる。また、メモリ４１に格納された画像データは制御ＣＰＵ４０からの制御信号に応じ
て、その画像データをＷＢ補正部３２等に出力するように構成される。
【００４１】
制御ＣＰＵ４０は、デジタルカメラ１の電源がオン状態とされたときに、所定の制御プロ
グラムを実行し、上記の各部を制御する制御手段として機能する。その場合に制御ＣＰＵ
４０は、上述したレリーズボタン８、撮影モード設定キー１４、ズームキー１５、カーソ
ルキー１７、及び切り換えキー１６を含む操作入力部（操作部材）２０からの信号を入力
してユーザの指示内容に応じた制御動作を行う。また、制御ＣＰＵ４０は、フラッシュ発
光部１２による記録撮影時のフラッシュ発光制御を行う。また、制御ＣＰＵ４０は表示制
御部４５としても機能し、ファインダ表示部３に設けられた撮影モード表示部３ａを制御
してファインダ表示部３に撮影モードの表示を行ったり、液晶表示部１０に対して撮影モ
ードの表示を行うように、撮影モード表示部３ａ及び液晶表示部１０の表示制御を行う。
【００４２】
ライブビュー表示時においては、制御ＣＰＵ４０は測距演算部４３から得られる測距値に
基づいて撮影レンズ１１を駆動することにより、オートフォーカス制御を行う。また、ユ
ーザによってズームキー１５が操作された場合には、ズームキー１５の操作量に応じて撮
影レンズ１１に含まれるズームレンズを駆動する。そのため、制御ＣＰＵ４０は撮影レン
ズ１１の撮影倍率及び焦点距離を求めることができる。そして制御ＣＰＵ４０は撮影レン
ズ１１の撮影倍率及び焦点距離を求めて、その情報を撮影モード判別部５０に与える。
【００４３】
撮影モード判別部５０は、被写体を撮影する際の撮影条件に基づいて、複数の撮影モード
のうちから一の撮影モードを自動選択し、その選択された一の撮影モードに基づいて各種
パラメータを自動設定する撮影モード自動設定手段として機能する。撮影条件とは、被写
体を撮影する際の、被写体の状態及びデジタルカメラ１の設定条件をいい、この実施の形
態では、撮影レンズの撮影倍率及び焦点距離、被写体の輝度（明るさ）、被写体を照明す
る光源の種類、及び、被写体の状態を撮影条件とし、これらの状態に応じて、撮影モード
判別部５０が一の撮影モードを自動選択するように構成される。
【００４４】
撮影モード判別部５０は、撮影条件解析部５１と撮影モード選択部５２と設定部５３とを
備えて構成される。
【００４５】
撮影条件解析部５１は、ＷＢ演算部４２から入力する被写体を照明する光源が昼光又は室
内光のいずれであるかを示す情報、測距演算部４３から入力する被写体が動的物体又は静
的物体のいずれであるかを示す情報、測光演算部４４から入力する被写体の輝度に関する
情報、並びに、制御ＣＰＵ４０から入力する撮影レンズ１１の撮影倍率及び焦点距離を解
析し、デジタルカメラ１の撮影条件がどのような状態となっているかを判断する。
【００４６】
そして撮影モード選択部５２は、撮影条件解析部５１の解析結果に基づいて複数の撮影モ
ードのうちから一の撮影モードを選択する。この実施の形態では、複数の撮影モードとし
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て、「ポートレートモード」、「スポーツモード」、「風景モード」及び「スナップモー
ド」が準備されており、撮影モード選択部５２は撮影条件と撮影モードとが対応づけられ
たテーブルデータを参照することにより、撮影条件に適した一の撮影モードを選択する。
このテーブルデータの一例として、次のようなものが挙げられる。
【００４７】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４８】
上記表１に示すように、撮影モード選択部５２は、撮影倍率が「１／５０～１／６０」で
あり、焦点距離が「５０～１０５」であり、輝度が「普通」であり、光源が「昼光又は室
内光」であり、かつ、被写体が「静止物体」である場合には、ポートレートモードを撮影
モードとして選択する。また、撮影倍率が「１／８０以上」であり、焦点距離が「８０以
上」であり、輝度が「普通」であり、光源が「昼光又は室内光」であり、かつ、被写体が
「動的物体」である場合には、スポーツモードが撮影モードとして選択される。撮影倍率
が「１／８０以上」であり、焦点距離が「５０以下」であり、輝度が「普通」であり、光
源が「昼光」であり、かつ、被写体が「静止物体」である場合には、風景モードが撮影モ
ードとして選択される。さらに、上記いずれの撮影モードにも該当しない場合、撮影モー
ド選択部５２はスナップモードを撮影モードとして選択する。
【００４９】
撮影モード選択部５２は、上記のようにして選択した一の撮影モードを制御ＣＰＵ４０に
与える。
【００５０】
そして制御ＣＰＵ４０では表示制御部４５が機能し、ライブビュー表示時には、液晶表示
部１０に対してライブビュー画像とともに撮影モードの表示を行う。また同時にファイン
ダ表示部３の撮影モード表示部３ａに対しても撮影モードの表示を行う。表示制御部４５
が、液晶表示部１０及び撮影モード表示部３ａに対して撮影モードを被写体の画像ととも
に表示することにより、ユーザは被写体の画像を確認する際、同時に、撮影モード判別部
５０によって自動判別された撮影モードを容易に確認することができる。そのため、自動
判別された撮影モードがユーザの所望する撮影モードであるか否かを確認することができ
、撮影の失敗等を未然に防ぐことが可能になる。
【００５１】
そして、設定部５３は撮影モード選択部５２によって選択された一の撮影モードに基づい
て、デジタルカメラ１の内部処理における各種撮影パラメータの設定を行う。この実施の
形態では、各種撮影パラメータの一例として、露出制御、フラッシュ制御、γ補正値、シ
ャープネス処理、及び色補正値等が設定される。これらのパラメータは撮影モードと対応
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づけられたテーブルデータとして設定部５３内のメモリに格納されており、設定部５３は
このテーブルデータを参照することによって選択された一の撮影モードに適合する撮影パ
ラメータを取得する。そして、設定部５３はテーブルデータから取得する撮影パラメータ
を各部に設定する。このテーブルデータの一例として、次のようなものが挙げられる。
【００５２】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５３】
上記表２に示すように、設定部５３は、撮影モードとして「ポートレートモード」が選択
された場合、露出制御を「やや露出オーバー」に設定し、フラッシュ制御を「自動発光制
御」に設定し、γ補正値を「コントラストやや弱」に設定し、シャープネス処理を「やや
ソフト」に設定し、かつ、色補正値を「標準」に設定する。このような撮影パラメータを
設定することにより、人物被写体を適切な状態で撮影することの可能なパラメータが設定
される。
【００５４】
また、「スポーツモード」が選択された場合、設定部５３は、露出制御を「シャッタ優先
」に設定し、フラッシュ制御を「自動発光制御」に設定し、γ補正値を「コントラストや
や強」に設定し、シャープネス処理を「ややシャープ」に設定し、かつ、色補正値を「標
準」に設定する。このような撮影パラメータを設定することにより、動きのある被写体を
適切な状態で撮影することの可能なパラメータが設定される。
【００５５】
また、「風景モード」が選択された場合、設定部５３は、露出制御を「標準」に設定し、
フラッシュ制御を「発光禁止制御」に設定し、γ補正値を「標準」に設定し、シャープネ
ス処理を「ややシャープ」に設定し、かつ、色補正値を「彩度やや強」に設定する。この
ような撮影パラメータを設定することにより、景色等を鮮やかに撮影することの可能なパ
ラメータが設定される。
【００５６】
さらに、「スナップモード」が選択された場合、設定部５３は、露出制御を「標準」に設
定し、フラッシュ制御を「自動発光制御」に設定し、γ補正値を「標準」に設定し、シャ
ープネス処理を「標準」に設定し、かつ、色補正値を「標準」に設定する。このような撮
影パラメータを設定することにより、撮影動作によって標準的な撮影画像が得られること
になる。
【００５７】
そして、ライブビュー表示時には、制御ＣＰＵ４０は、設定部５３によって設定される各
種設定パラメータに基づいて、撮影レンズ１１を動作制御する。また、γ補正部３３、色
補正部３５及びアパコン・コアリング部３６は、それぞれにおける処理内容を設定部５３
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によって設定される処理内容で画像処理を行うように動作する。
【００５８】
このため、ライブビュー表示時には、液晶表示部１０に対して自動選択された撮影モード
の表示が行われるとともに、自動選択された撮影モードが反映された状態のライブビュー
画像が表示される。
【００５９】
図４及び図５は液晶表示部１０の表示画面の一例を示す図であり、図４はスナップモード
が自動判別された状態での表示画面を示しており、図５はスポーツモードが自動判別され
た状態での表示画面を示している。
【００６０】
図４及び図５に示すようにデジタルカメラ１では、撮影条件に基づいて撮影モードが自動
判別され、その自動判別された撮影モードの表示が行われる。この撮影モードの表示は、
例えば、画面の右上等の被写体の画像を表示するのに支障のない撮影モード表示領域１０
ａにおいて文字情報として行われる。つまり、撮影モードの表示は被写体の画像に重畳さ
れて表示されるのである。
【００６１】
このため、ユーザは液晶表示部１０における表示画面を目視することにより、被写体の画
像の認識と同時に、複数の撮影モードのうちのどの撮影モードが自動設定されているかを
容易に認識することができる。そして、この表示画面により、ユーザは被写体の状況（撮
影シーン）に適した撮影モードが自動選択されているか否かを事前に確認することができ
るので、撮影モードの誤判定等によって記録撮影時の撮影動作が失敗することを低減する
ことが可能になる。
【００６２】
また、この実施の形態では、ファインダ表示部３に対しても撮影モードの表示が行われる
。図６及び図７はファインダ表示部３の表示画面の一例を示す図であり、図６はスナップ
モードが自動判別された状態での表示画面を示しており、図７はスポーツモードが自動判
別された状態での表示画面を示している。
【００６３】
デジタルカメラ１で被写体の記録撮影を行うために、ユーザがデジタルカメラ１を構えた
際、通常の銀塩フィルムカメラと同様にファインダ表示部３を覗きながら被写体のフレー
ミング等が行われる場合も多い。また、電力消費を抑えるために液晶表示部１０の表示機
能をオフ状態に設定することもある。
【００６４】
そのため、図６及び図７に示すようにデジタルカメラ１のファインダ表示部３において、
画像表示部３ｂの下部に設けられた撮影モード表示部３ａに、撮影条件に基づいて自動判
別された撮影モードの表示が行われることで、ユーザがファインダ表示部３を覗いた際に
、複数の撮影モードのうちのどの撮影モードが自動設定されているかを容易に認識するこ
とができる。そして、ファインダ表示部３における表示画面により、ユーザは被写体の状
況（撮影シーン）に適した撮影モードが自動選択されているか否かを撮影操作（レリーズ
操作）の前に確認することができるので、撮影モードの誤判定等によって記録撮影時の撮
影動作が失敗することを低減することが可能になる。
【００６５】
デジタルカメラ１では、上記のように液晶表示部１０及びファインダ表示部３の双方に対
して、被写体の画像とともに、撮影モード判別部５０によって設定された一の撮影モード
の種類を、ユーザが撮影操作を行う前に表示させるように構成されている。したがって、
撮影モードの自動選択が設定されている場合に、自動判別された撮影モードがユーザの意
図通りであれば、そのまま撮影操作を行えばよい。一方、ユーザの意図通りの撮影モード
が自動選択されていない場合には、撮影動作を再度行うことで自動判別を再度行わせるか
、ユーザは切り換えキー１６を操作して撮影モードの選択形態を自動選択から手動選択に
切り換え、ユーザが所望する撮影モードに手動設定すればよい。
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【００６６】
図８はユーザが撮影モードの手動設定を行う場合の液晶表示部１０の表示画面を示す図で
あり、図９はユーザが撮影モードの手動設定を行う場合のファインダ表示部３の表示画面
を示す図である。
【００６７】
デジタルカメラ１において撮影モードの手動設定を行う場合、まず、図８に示すように液
晶表示部１０には、撮影モード表示領域１０ａに対して手動設定モードであることが表示
され、さらに手動設定によって設定される撮影モードが表示される。図８の例ではスポー
ツモードが設定された状態を示している。また、図９に示すようにファインダ表示部３に
は、撮影モード表示部３ａに対して手動設定モードであることが表示され、さらに手動設
定によって設定される撮影モードが表示される。図９の例でもスポーツモードが設定され
た状態を示している。
【００６８】
手動操作によって撮影モードを変更する場合は、上述したように、ユーザが切り換えキー
１６を操作することによって手動設定モードに切り換えた後、撮影モード設定キー１４を
操作することによって行われる。例えば、撮影モード設定キー１４の一のボタンキーが押
し込み操作される度に、撮影モードが「ポートレートモード」→「スポーツモード」→「
風景モード」→「スナップモード」という順で切り替わり、また、他のボタンキーが押し
込み操作される度に、上記と逆の順序で撮影モードが切り替わる。
【００６９】
制御ＣＰＵ４０は手動操作によって撮影モードが変更される度に、表示制御部４５として
機能し、液晶表示部１０における撮影モードの表示状態を変更するとともに、ファインダ
表示部３の撮影モード表示部３ａの表示状態を変更する。この結果、ユーザは被写体を撮
影する際の撮影モードがユーザの意図通りとなっているか否かを容易に判断することがで
き、記録撮影が失敗することを低減することが可能である。
【００７０】
また、制御ＣＰＵ４０は手動操作によって撮影モードが変更される度に、撮影モード判別
部５０の設定部５３に格納されるテーブルデータ（表２）を参照し、手動操作によって設
定される撮影モードに応じた各種のパラメータを各部に設定するように構成される。
【００７１】
このように、手動操作によって撮影モードの変更が行われる度に、液晶表示部１０等の表
示手段における表示内容が切り替わるだけでなく、デジタルカメラ１で記録撮影を行うた
めの内部機能が設定される撮影モードに適した状態に切り替わることになる。
【００７２】
また、この実施の形態では、ユーザがレリーズ操作を行い、記録撮影動作が行われた後に
も、撮影モードを変更することが可能になっている。記録撮影時にＣＣＤ撮像素子３０で
得られた画像データはメモリ４１に格納されている。この画像データは、記録撮影時の撮
影モードに基づいて撮影された撮影画像であるが、撮影モードに基づいて設定される、γ
補正部３３、色補正部３５及びアパコン・コアリング部３６のそれぞれにおける処理は行
われていない。そのため、撮影後にユーザが手動操作で撮影モードを変更することによっ
て、特定の撮影モードで撮影動作が行われ、メモリ４１に格納されている画像データの画
像処理内容を変更することができる。
【００７３】
図１０は記録撮影によって得られた撮影画像の確認画面を示す図である。図１０に示すよ
うに、液晶表示部１０には、記録撮影動作によってＣＣＤ撮像素子３０で光電変換され、
かつ、γ補正部３３、色補正部３５，アパコン・コアリング部３６等の画像処理部で特定
の撮影モードに応じた画像処理が施された撮影画像が表示される。このとき、撮影モード
表示領域１０ａには記録撮影時に設定されていた撮影モードの表示と、撮影モードを変更
するか否かをユーザに確認するための表示とが行われる。
【００７４】
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撮影モードを変更するか否かの確認のための表示として、図１０に示すように、「変更す
る／しない」というメニュー表示が行われる。ユーザはレリーズ操作後、液晶表示部１０
に表示される撮影画像を視認し、画像の仕上がりが気に入らない場合には、カーソルキー
１７を操作することによってメニュー表示から「変更する」を選択し、撮影モードを変更
することができる。
【００７５】
図１１はユーザが撮影画像の撮影モードを変更する場合の操作画面を示す図である。図１
１に示すように、ユーザが撮影モードを「変更する」を選択した場合、液晶表示部１０の
撮影モード表示領域１０ａの表示内容が更新され、撮影モード表示領域１０ａに変更の際
の選択対象となる複数の撮影モードが表示される。図１１の例では、図１０のスナップモ
ードを変更する操作であるため、複数の撮影モードのうちの残りの撮影モードである３つ
の撮影モード（ポートレートモード、スポーツモード、風景モード）が表示されている。
なお、これらの表示内容の変更は、制御ＣＰＵ４０において表示制御部４５が機能するこ
とによって行われる。
【００７６】
そしてユーザはこの選択対象となる複数の撮影モードのうちからカーソルキー１７等を操
作することによって一の撮影モードを選択する。
【００７７】
制御ＣＰＵ４０は、手動操作によって撮影画像に対する撮影モードが変更されると、撮影
モード判別部５０の設定部５３に格納されるテーブルデータ（表２）を参照し、手動操作
によって設定される撮影モードに応じた各種の画像処理パラメータをγ補正部３３、色補
正部３５及びアパコン・コアリング部３６の各画像処理部に設定するように構成される。
具体的には、上記の表２における各パラメータのうちから、γ補正値、シャープネス処理
、及び、色補正値の画像処理に関するパラメータのみを抽出し、それらを各部に設定する
のである。上記表２にあるパラメータのうち、露出制御に関する設定値やフラッシュ制御
に関する設定値を読み出さないのは、ここでの撮影モードの変更が撮影画像の撮影動作が
行われた後に行われる撮影モードの変更であるため、それらを取得しても既に得られた撮
影動作によってメモリ４１に格納されている画像データに対して、その内容を反映するこ
とができないからである。
【００７８】
上記のようにして制御ＣＰＵ４０が変更された撮影モードに基づく設定を各画像処理部に
対して行うと、制御ＣＰＵ４０はメモリ４１に対して出力指示を与え、メモリ４１に格納
されている撮影画像の画像データがＷＢ補正部３２へと出力される。そして、ＷＢ補正部
３２からアパコン・コアリング部３６までの各部において設定された画像処理が行われた
後、撮影画像が液晶表示部１０に表示される。このとき液晶表示部１０に表示される撮影
画像は、撮影モードの変更が反映された画像処理が施された画像となっている。
【００７９】
ユーザはこの撮影画像を気に入らない場合には、再度撮影モードの変更を行うことができ
る。その場合は、上記の処理が繰り返されることになる。
【００８０】
一方、記録撮影の直後又は撮影モードを変更した後に、ユーザが撮影画像を視認して満足
な撮影画像が得られている場合、ユーザはそのまま状態を維持すれば、所定時間経過後に
撮影画像の画像データが記録メディア９に記録され、液晶表示部１０の表示状態が撮影画
像の表示状態から再びライブビュー表示状態に移行することになる。
【００８１】
以上説明したように、この実施の形態のデジタルカメラ１は、被写体を撮影する際の撮影
条件に基づいて、複数の撮影モードのうちから一の撮影モードを自動選択し、その一の撮
影モードを設定する撮影モード判別部５０を備えており、撮影モード判別部５０によって
設定された一の撮影モードの種類を、被写体の画像とともに、液晶表示部１０及びファイ
ンダ表示部３に表示させるように構成されているため、撮影モードの自動判別が行われる
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場合に、撮影モードの誤判定等によって撮影が失敗することを低減することができる。
【００８２】
上記説明においては、撮影モードの自動判別を行うタイミングがライブビュー表示時に継
続的に行われる場合を例示して説明した。しかしながら、撮影モードの自動判別を行うタ
イミングはそれに限定されるものではない。
【００８３】
以下においては、２つの例を挙げて、デジタルカメラ１における処理シーケンスを説明す
る。ただし、以下の処理シーケンスでは、撮影モードの自動選択モードが設定されている
場合について説明する。
【００８４】
＜２．第１の処理シーケンス＞
まず、第１の処理シーケンスについて説明する。ここでは、上述のように、撮影モードの
自動判別を行うタイミングがライブビュー表示時に継続的に行われる場合の処理シーケン
スについて説明する。
【００８５】
図１２乃至図１４は、デジタルカメラ１における第１の処理シーケンスを示すフローチャ
ートである。
【００８６】
デジタルカメラ１の電源がオン状態にされると、制御ＣＰＵ４０はデジタルカメラ１の初
期化処理を行う（ステップＳ１０）。このとき、制御ＣＰＵ４０において表示制御部４５
が機能し、液晶表示部１０に対するライブビュー表示がオン状態とされる。
【００８７】
そしてＣＣＤ撮像素子３０で逐次得られる画像データに基づいてライブビュー表示が行わ
れるとともに、測距演算部４３において測距処理が行われる（ステップＳ１２）。このと
き、測距演算部４３は画像がローコントラストであるか否かを判断し（ステップＳ１４）
、ローコントラストである場合はオートフォーカス制御が困難であるとして、ステップＳ
１２に戻る。また、画像がローコントラストでない場合は測距演算部４３において適切に
測距処理が行われて、ステップＳ１６に進み、制御ＣＰＵ４０が測距値に基づいて撮影レ
ンズ１１を駆動することにより、合焦駆動が行われる（ステップＳ１６）。
【００８８】
そして撮影モード判別部５０が機能し、撮影モードの自動判別処理が行われる（ステップ
Ｓ１８）。ここでは、上述したように各部から入力する情報に基づいて撮影条件を認識し
、その撮影条件に応じて複数の撮影モードのうちから一の撮影モードを自動選択する処理
が行われる。撮影モードの自動判別処理によって一の撮影モードが選択されると、制御Ｃ
ＰＵ４０の表示制御部４５によって液晶表示部１０とファインダ表示部３との双方に対し
て撮影モードの表示が行われる（ステップＳ２０）。なお、自動選択された一の撮影モー
ドに基づく各パラメータが各部に設定されることは上述した通りである。
【００８９】
そして制御ＣＰＵ４０はレリーズボタン８が半押し状態とされたか否かを判断し（ステッ
プＳ２２）、半押し状態とされた場合には、図１３に示すコネクタＡに進み、ステップＳ
５０からの処理を実行する。一方、半押し状態とされていない場合にはステップＳ２４に
進み、制御ＣＰＵ４０はユーザによってズーミング操作が行われた否かを判断する（ステ
ップＳ２４）。
【００９０】
ズーミング操作が行われた場合、制御ＣＰＵ４０はズームキー１５の操作量に応じて撮影
レンズ１１に含まれるズームレンズを駆動することにより、ズーミング動作を行う（ステ
ップＳ２６）。そして表示制御部４５は液晶表示部１０及びファインダ表示部３に表示し
ている撮影モードの表示状態をオフ状態にする（ステップＳ２８）。ここで、撮影モード
の表示状態をオフ状態にするのは、ズーミング動作によって再度オートフォーカス制御を
行う必要があるとともに、現在設定されている撮影モードが有効でない可能性があるため
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、再度撮影モードの自動判別を行う必要があるからである。したがって、ステップＳ２８
において撮影モードの表示状態がオフ状態にされた後、ステップＳ１２に戻って、再び測
距処理を行うことになる。
【００９１】
またステップＳ２４においてズーミング操作が行われていない場合、測距演算部４３は被
写体が移動したか否かを判断する（ステップＳ３０）。被写体が移動していない場合には
、現在設定されている撮影モードに変更がないものと推定できるため、ステップＳ２２に
戻って、レリーズボタン８が半押し状態にされるのを待機する状態になる。
【００９２】
ところが、被写体が移動していた場合には、再度オートフォーカス制御を行う必要がある
とともに、現在設定されている撮影モードが有効でない可能性があるため、撮影モードの
表示状態をオフ状態に変更して（ステップＳ３２）、測距演算部４３による測距処理を行
う（ステップＳ３４）。
【００９３】
そして測距演算部４３はＣＣＤ撮像素子３０から得られる画像データにおいて被写体をロ
ストしているか否かを判断する（ステップＳ３６）。例えば、前回の測距処理による測距
値と今回の測距処理による測距値とを比較し、それらの値が一定値以上大きく離れている
場合、測距演算部４３は被写体をロストしたものと推定することができる。そのため、ス
テップＳ１２に戻って、測距処理以降の処理が行われる。
【００９４】
測距演算部４３がステップＳ３６において被写体をロストしていないと判断した場合には
、測距処理による測距値に基づいて撮影レンズ１１の合焦駆動が行われる（ステップＳ３
８）。
【００９５】
そして撮影モード判別部５０が機能し、ステップＳ１８の場合と同様に、撮影モードの自
動判別処理が行われ（ステップＳ４０）、制御ＣＰＵ４０の表示制御部４５によって液晶
表示部１０及びファインダ表示部３に対して撮影モードの表示が行われる（ステップＳ４
２）。そしてステップＳ２２に戻って、レリーズボタン８が半押し状態にされるのを待機
する状態になる。
【００９６】
図１３のフローチャートに進み、レリーズボタンが半押し状態にされた場合、制御ＣＰＵ
４０はレリーズボタン８が全押し状態にされたか否かを判断する（ステップＳ５０）。そ
して、レリーズボタン８が全押し状態とされた場合には、図１４に示すコネクタＣに進み
、ステップＳ７６からの処理を実行する。一方、全押し状態とされていない場合にはステ
ップＳ５２に進み、制御ＣＰＵ４０はレリーズボタン８の半押し状態が解除されたか否か
を判断する。
【００９７】
レリーズボタン８の半押し状態が解除された場合には、表示制御部４５が液晶表示部１０
及びファインダ表示部３における撮影モードの表示状態をオフ状態にし（ステップＳ６８
）、再び最初の測距処理から実行すべく、図１２に示すコネクタＢに進んでステップＳ１
２からの処理を行う。
【００９８】
それに対し、レリーズボタン８の半押し状態が解除されていない場合には、測距演算部４
３は被写体が移動したか否かを判断する（ステップＳ５４）。被写体が移動していない場
合には、現在設定されている撮影モードに変更がないものと推定できるため、ステップＳ
５０に戻って、レリーズボタン８が全押し状態にされるのを待機する状態になる。
【００９９】
ところが、被写体が移動していた場合には、再度オートフォーカス制御を行う必要がある
とともに、現在設定されている撮影モードが有効でない可能性があるため、撮影モードの
表示状態をオフ状態に変更して（ステップＳ５６）、測距演算部４３による測距処理を行
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う（ステップＳ５８）。
【０１００】
そして測距演算部４３は、上記ステップＳ３６の場合と同様に、ＣＣＤ撮像素子３０から
得られる画像データにおいて被写体をロストしているか否かを判断する（ステップＳ６０
）。
【０１０１】
レリーズボタン８が半押し状態にある場合に被写体をロストすると、適切な撮影画像を撮
影することができなくなるため、被写体をロストしていると判断した場合には、表示制御
部４５が液晶表示部１０及びファインダ表示部３に対して被写体ロストを示す表示を行う
。これにより、ユーザはレリーズボタン８の半押し状態を解除することが期待できる。
【０１０２】
ステップＳ７２の処理はレリーズボタン８の半押し状態が解除されるのを待機する処理で
ある。レリーズボタン８の半押し状態が解除されると、表示制御部４５は被写体ロストの
旨の表示をオフにする（ステップＳ７４）。そして再び最初の測距処理から実行すべく、
図１２に示すコネクタＢに進んでステップＳ１２からの処理を行う。
【０１０３】
これに対し、測距演算部４３がステップＳ６０において被写体をロストしていないと判断
した場合には、測距処理（ステップＳ５８）による測距値に基づいて撮影レンズ１１の合
焦駆動が行われる（ステップＳ６２）。
【０１０４】
そして撮影モード判別部５０が機能し、ステップＳ１８等と同様に、撮影モードの自動判
別処理が行われ（ステップＳ６４）、制御ＣＰＵ４０の表示制御部４５によって液晶表示
部１０及びファインダ表示部３に対して撮影モードの表示が行われる（ステップＳ６６）
。そしてステップＳ５０に戻って、レリーズボタン８が全押し状態にされるのを待機する
状態になる。
【０１０５】
図１４のフローチャートに進み、レリーズボタン８が全押し状態にされた場合、制御ＣＰ
Ｕ４０における表示制御部４５は、ライブビュー画像の表示状態をオフ状態にする（ステ
ップＳ７６）。そして、制御ＣＰＵ４０は記録撮影のために各部を制御し、ＣＣＤ撮像素
子３０による撮影動作を行う（ステップＳ７８）。このとき、ステップＳ１８，Ｓ４０，
Ｓ６４において自動判別された撮影モードに基づいた撮影動作が行われる。そしてＣＣＤ
撮像素子３０から出力される画像データはメモリ４１に格納されるとともに、ＷＢ補正部
３２等の画像処理部において撮影モードに応じた画像処理が施される（ステップＳ８０）
。撮影モードに応じた画像処理が施された画像データは液晶表示部１０に与えられる。
【０１０６】
そして制御ＣＰＵ４０の表示制御部４５が機能し、液晶表示部１０において撮影画像の表
示が行われるとともに、撮影動作の際に設定されていた撮影モードの表示が行われる（ス
テップＳ８２）。これにより、ユーザは液晶表示部１０に表示されている撮影画像がどの
ような撮影モードによって得られたかを認識することができ、撮影画像の状態に不満であ
れば、上述した所定の手動操作を行うことによって撮影画像に対する画像処理の内容を変
更することになる。
【０１０７】
制御ＣＰＵ４０はユーザによる撮影モードの変更操作が行われたか否かを判断し（ステッ
プＳ８４）、撮影モードの変更操作が行われた場合にはステップＳ９０に進み、撮影モー
ドの変更操作が行われなかった場合にはステップＳ８６に進む。
【０１０８】
撮影モードの変更操作が行われた場合、制御ＣＰＵ４０はユーザからの指示に基づいて撮
影モードを変更する（ステップＳ９０）。そしてＷＢ補正部３２等の画像処理部に対して
撮影モードに基づくパラメータを設定する。
【０１０９】
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制御ＣＰＵ４０はメモリ４１に対して撮影画像に関する画像データの出力指示を与え、変
更された撮影モードに基づいた画像処理が行われるように各部を制御する（ステップＳ９
２）。メモリ４１から出力される画像データは、ＷＢ補正部３２、γ補正部３３、色補間
部３４、色補正部３５、アパコン・コアリング部３６の画像処理部において変更された撮
影モードに応じた画像処理が施され、液晶表示部１０に与えられる。
【０１１０】
そして撮影画像及び撮影モードの表示処理が行われ（ステップＳ９４）、ユーザは撮影モ
ードが変更された状態での撮影画像と同時に変更後の撮影モードの種類とを視認すること
ができる。ユーザは表示画面を確認して、撮影画像の状態に不満であれば、撮影モードの
変更操作を繰り返し行うことによって撮影画像に対する画像処理の内容を変更することに
なる。このため、撮影モードが変更された場合の撮影画像及び撮影モードの表示処理（ス
テップＳ９４）が行われた後は、ステップＳ８４に戻り、撮影モードの変更が行われたか
否かを判断することになる。
【０１１１】
撮影モードの変更操作が行われなかった場合、制御ＣＰＵ４０は所定時間が経過した否か
を判断し、所定時間が経過するまで記録撮影によって得られた撮影画像と撮影モードとの
表示を継続する（ステップＳ８６）。そして、所定時間が経過した後は、液晶表示部１０
における撮影画像の表示状態をオフ状態にし、かつ記録撮影時の撮影モード又は変更操作
された撮影モードの表示状態をオフ状態にする。そしてライブビュー表示をオン状態にし
、液晶表示部１０に対して再びライブビュー画像の表示を行うようにする（ステップＳ８
８）。これにより、次の記録撮影動作に備えることが可能になる。そして、図１２に示す
コネクタＢに進み、ステップＳ１２以降の処理を繰り返すことになる。
【０１１２】
以上で第１の処理シーケンスが終了するが、ステップＳ１８，Ｓ４０，Ｓ６４における撮
影モードの自動判別の結果、ユーザが意図する撮影モードが選択されていない場合には、
ユーザ自ら手動操作によって撮影モードを変更することができることは勿論である。
【０１１３】
上記のような第１の処理シーケンスを実行することにより、デジタルカメラ１では、合焦
動作を行う時に、撮影モード判別部５０が複数の撮影モードのうちから一の撮影モードを
自動選択するように構成され、かつ、デジタルカメラ１における合焦動作はデジタルカメ
ラ１の電源がオン状態とされた後、継続的に実行される。換言すれば、デジタルカメラ１
では、電源がオン状態とされた後、継続的に撮影モードの自動判別が行われる。このため
、ユーザはデジタルカメラ１の電源をオン状態とした後、常に自動判別される撮影モード
を確認することができる。その結果、撮影モードが誤判定された場合、ユーザはそれを認
識することができ、手動動作で撮影モードを変更することで撮影の失敗を低減することが
可能である。
【０１１４】
＜３．第２の処理シーケンス＞
次に、第２の処理シーケンスとして、ユーザがレリーズボタン８を半押し状態にした場合
に撮影モードの自動判別を行う場合について説明する。
【０１１５】
図１５はデジタルカメラ１における第２の処理シーケンスを示すフローチャートである。
なお、図１５に示すコネクタＣは図１４に示すコネクタＣへと進み、また図１５に示すコ
ネクタＢには図１４に示すコネクタＢからの処理が進む。
【０１１６】
デジタルカメラ１の電源がオン状態にされると、制御ＣＰＵ４０はデジタルカメラ１の初
期化処理を行う（ステップＳ１００）。このとき、制御ＣＰＵ４０において表示制御部４
５が機能し、液晶表示部１０に対するライブビュー表示がオン状態とされる。
【０１１７】
制御ＣＰＵ４０はレリーズボタン８が半押し状態とされるまで待機する状態となり（ステ
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ップＳ１０２）、半押し状態とされた場合には、ステップＳ１０４に進む。
【０１１８】
レリーズボタン８が半押し状態とされた場合、測距演算部４３において、ＣＣＤ撮像素子
３０で逐次得られるライブビュー表示用の画像データに基づいた測距処理が行われる（ス
テップＳ１０４）。測距演算部４３は画像がローコントラストであるか否かを判断し（ス
テップＳ１０６）、ローコントラストである場合はオートフォーカス制御が困難であると
して、ローコントラストである旨の表示を行って（ステップＳ１２０）、ユーザにレリー
ズボタン８の半押し状態の解除を促す。なお、このローコントラストである旨の表示は、
液晶表示部１０だけでなく、ファインダ表示部３においても行うことが好ましい。そして
ユーザがレリーズボタン８の半押し状態を解除するのを待機し（ステップＳ１２２）、半
押し状態が解除された場合には、ローコントラストである旨の表示をオフ状態にして（ス
テップＳ１２４）、ステップＳ１０２に戻る。
【０１１９】
一方、ステップＳ１０６においてローコントラストでないと判断した場合、測距演算部４
３において適切に測距処理が行われ、制御ＣＰＵ４０が測距値に基づいて撮影レンズ１１
を駆動することにより、合焦駆動が行われる（ステップＳ１０８）。合焦駆動が完了する
と、制御ＣＰＵ４０は記録撮影の撮影動作に備えてフォーカスロックを行う（ステップＳ
１１０）。
【０１２０】
そして撮影モード判別部５０が機能し、撮影モードの自動判別処理が行われる（ステップ
Ｓ１１２）。撮影モードの自動判別処理によって一の撮影モードが選択されると、制御Ｃ
ＰＵ４０の表示制御部４５によって液晶表示部１０とファインダ表示部３との双方に対し
て撮影モードの表示が行われる（ステップＳ１１４）。なお、自動選択された一の撮影モ
ードに基づく各パラメータが各部に設定されることは上述した通りである。
【０１２１】
そして制御ＣＰＵ４０はレリーズボタン８の半押し状態が解除されたか否かを判断し（ス
テップＳ１１６）、解除された場合にはステップＳ１０２に戻ってレリーズボタン８が半
押し状態とされるのを待機する。一方、レリーズボタン８の半押し状態が解除されない場
合には、ステップＳ１１８へ進み、レリーズボタン８が全押し状態とされたか否かを判断
する。全押し状態とされていない場合にはステップＳ１１６へ戻り、半押し状態が解除さ
れるか又は全押し状態とされるまで待機することになる。
【０１２２】
レリーズボタン８が全押し状態とされると、図１４のフローチャートに進み、上述したよ
うな記録撮影のための撮影動作の処理が行われる。そして、記録撮影によって得られた撮
影画像と撮影モードとが表示され、ユーザによる撮影モードの変更操作を受け付けること
になる。
【０１２３】
以上で第２の処理シーケンスが終了するが、ステップＳ１１２における撮影モードの自動
判別の結果、ユーザが意図する撮影モードが選択されていない場合には、ユーザ自ら手動
操作によって撮影モードを変更することができることは勿論である。
【０１２４】
上記のような第２の処理シーケンスを実行することにより、デジタルカメラ１では、ユー
ザが操作部材２０に対して所定の操作を行った場合、より具体的にはレリーズボタン８に
対する操作を行った場合に、撮影モード判別部５０が複数の撮影モードのうちから一の撮
影モードを自動選択するように構成される。このため、少なくとも被写体の記録撮影を行
う時に、ユーザは自動判別される撮影モードを確認することができる。その結果、撮影モ
ードが誤判定された場合、ユーザはそれを認識することができ、記録撮影のためのレリー
ズボタン８の操作を一時中断して手動動作で撮影モードを変更することで、撮影の失敗を
低減することが可能である。つまり、この場合でもユーザは記録撮影を行うためのレリー
ズボタン８の全押し操作を行う前に、自動判別された撮影モードを確認することができる
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ので、撮影の失敗が低減するのである。
【０１２５】
＜４．変形例＞
以上、この発明の実施の形態について説明したが、この発明は上記説明した内容のものに
限定されるものではない。
【０１２６】
例えば、上記説明において撮影モードの自動判別が行われた場合、液晶表示部１０及びフ
ァインダ表示部３に対して撮影モードを文字情報として表示する例について示したが、そ
れに限定するものではない。例えば、各撮影モードに対応づけたアイコンを設定し、自動
判別された結果をアイコン表示するようにしてもよい。
【０１２７】
図１６は撮影モードの表示態様の変形例を示す図である。図１６に示すように、例えば液
晶表示部１０の周縁部１０ｂに複数の撮影モードに対応する記号が印刷され、液晶表示部
１０では自動判別された撮影モードを対応づけるためのマーク表示１０ｃが行われるよう
にしてもよい。このような表示態様であっても、ユーザはどのような撮影モードが選択さ
れているかを容易に視認することができる。
【０１２８】
また、上記説明においては、撮影モードを自動判別する際に、撮影条件として、被写体を
撮影する際の、撮影倍率、焦点距離、輝度、光源、及び、被写体の動き、に関するものの
全てを考慮して一の撮影モードを自動判別する場合を例示したが、これらのうちの少なく
とも１つを考慮して一の撮影モードを自動判別するように構成してもよい。
【０１２９】
さらに、上記説明においては、撮影モード判別部５０によって一の撮影モードが選択され
ると、当該一の撮影モードに応じて、露出制御、フラッシュ使用の有無、γ補正値、シャ
ープネス処理、及び、色補正値が決定される場合を示したが、これらのうちの少なくとも
１つが設定されるように構成してもよい。
【０１３０】
なお、上記実施の形態では、撮像装置の一例としてデジタルカメラ１を例示して説明した
が、この発明が適用される範囲は、デジタルカメラに限定されるものではない。例えば、
スキャナ等の他の撮像装置に対しても、撮影モード（例えば、原稿読取モード）を自動判
別してその判別結果を表示するという技術を適用することが可能であることは勿論である
。
【０１３１】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１に記載の発明によれば、被写体を撮影する際の撮影条件に
基づいて、複数の撮影モードのうちから一の撮影モードを自動選択し、その一の撮影モー
ドの種類を、被写体の画像とともに、表示手段に表示させるように構成されているため、
自動選択された撮影モードが誤判定等であった場合でも、そのことを確認することができ
る。

被
写体を撮影する撮影動作が失敗することを低減することが可能である。
【０１３２】
請求項２に記載の発明によれば、撮影モードの自動選択は、合焦手段が合焦動作を行う時
に行われるため、合焦動作が行われた状態での撮影条件に基づいて撮影モードを自動選択
することができる。
【０１３３】
請求項３に記載の発明によれば、合焦動作が、電源がオン状態とされた後、継続的に実行

10

20

30

40

50

(18) JP 3541820 B2 2004.7.14

また、記録用の撮影動作によって得られた画像の確認と同時にその撮影動作の際に設
定された撮影モードの種類を確認することができる。そして、撮影モード変更手段によっ
て撮影モードの変更が行われた場合に、記憶手段に記憶されている画像が取得されて、変
更後の撮影モードに適応した画像処理が行われて表示手段に表示されるため、撮り直しを
行うことなく、撮影動作の後に撮影モードを変更することが可能である。したがって、



されるため、電源をオン状態とした後、常に撮影モードを確認することができる。
【０１３４】
請求項４に記載の発明によれば、合焦動作は、所定の操作部材が操作されたときに実行さ
れるため、撮像装置に対して所定の動作を行わせる際に、撮影モードを確認することが可
能である。
【０１３５】
請求項５に記載の発明によれば、操作部材が、撮像手段による撮像動作を指示するための
レリーズボタンであるため、撮像装置において撮像動作を行わしめるときに撮影モードを
確認することができる。
【０１３８】
請求項 に記載の発明によれば、撮影条件は、被写体を撮影する際の、撮影倍率、焦点距
離、輝度、光源、及び、被写体の動き、に関するもののうちの少なくとも１つであるため
、複数の撮影モードのうちから適切に一の撮影モードを自動選択することができる。
【０１３９】
請求項 に記載の発明によれば、撮影モード設定手段によって一の撮影モードが選択され
ると、当該一の撮影モードに応じて、露出制御、フラッシュ使用の有無、γ補正値、シャ
ープネス処理、及び、色補正値のうちの少なくとも１つが設定されるため、自動選択され
た撮影モードに応じた処理を適切に行うことができる。
【０１４０】
請求項 に記載の発明によれば、複数の撮影モードのうちから一の撮影モードが自動選択
された結果を容易に確認することができ、その一の撮影モードが反映された状態で被写体
の撮影を行うことが可能である。

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態であるデジタルカメラを示す斜視図である。
【図２】デジタルカメラの背面図である。
【図３】デジタルカメラの内部構成を示すブロック図である。
【図４】液晶表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図５】液晶表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図６】ファインダ表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図７】ファインダ表示部の表示画面の一例を示す図である。
【図８】ユーザが撮影モードの手動設定を行う場合の液晶表示部の表示画面を示す図であ
る。
【図９】ユーザが撮影モードの手動設定を行う場合のファインダ表示部の表示画面を示す
図である。
【図１０】記録撮影によって得られた撮影画像の確認画面を示す図である。
【図１１】ユーザが撮影画像の撮影モードを変更する場合の操作画面を示す図である。
【図１２】デジタルカメラにおける第１の処理シーケンスを示すフローチャートである。
【図１３】デジタルカメラにおける第１の処理シーケンスを示すフローチャートである。
【図１４】デジタルカメラにおける第１の処理シーケンスを示すフローチャートである。
【図１５】デジタルカメラにおける第２の処理シーケンスを示すフローチャートである。
【図１６】撮影モードの表示態様の変形例を示す図である。
【符号の説明】
１　デジタルカメラ（撮像装置）
２　ファインダ窓
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６

７

８

また、記録用の撮影動作が行われた場合、それによって
得られた画像の確認と同時にその撮影動作の際に設定された撮影モードの種類を確認する
ことができる。そして、記録用の撮影動作の後に、撮影モードの変更が行われた場合に、
記憶手段に記憶されている画像が取得されて、変更後の撮影モードに適応した画像処理が
行われて表示手段に表示されるため、撮り直しを行うことなく、撮影動作の後に撮影モー
ドを変更することが可能である。したがって、被写体を撮影する撮影動作が失敗すること
を低減することが可能である。



３　ファインダ表示部（表示手段）
３ａ　撮影モード表示部
８　レリーズボタン
１０　液晶表示部（表示手段）
１１　撮影レンズ
２０　操作入力部（操作部材）
３０　ＣＣＤ撮像素子
３２　ＷＢ（ホワイトバランス）補正部
３３　γ補正部
３４　色補間部
３５　色補正部
３６　アパコン・コアリング部
４０　制御ＣＰＵ（合焦手段、撮影モード変更手段）
４１　メモリ（記憶手段）
４５　表示制御部（表示制御手段）
５０　撮影モード判別部（撮影モード自動設定手段）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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